
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月から，16週間の全力疾走を終えた生徒の皆さ

んは，明日から約 1ヵ月の夏休みに入ります。 

中学生ともなれば「また来た夏休み」なのですが，

それぞれの学年とも，，，，やるべきことが去年とはちょやるべきことが去年とはちょやるべきことが去年とはちょやるべきことが去年とはちょ

っと違う夏休みっと違う夏休みっと違う夏休みっと違う夏休みになるはずです。どうか，二度と来

ないこの夏を有意義に過ごしてほしいと思います。 

 

 

 

 7月 11日は，大仙市教育委

員会による学校訪問でした。吉

川教育長，工藤教育委員をはじ

め総勢 9名の方々が来校し，全

クラスの授業を参観してくだ

さいました。いただいたご意見やご指導の一部を紹介

いたします。 

・・・・「「「「素直素直素直素直でででで，，，，きちんときちんときちんときちんと話話話話をををを聞聞聞聞くことのできるくことのできるくことのできるくことのできる生徒生徒生徒生徒だだだだ。。。。」」」」 
・・・・「「「「生徒生徒生徒生徒とととと先生方先生方先生方先生方のののの良好良好良好良好なななな関係関係関係関係がががが伺伺伺伺えたえたえたえた。。。。暑暑暑暑いいいい中中中中，，，，生徒生徒生徒生徒

はよくはよくはよくはよく話話話話をををを聞聞聞聞いていたいていたいていたいていた。『。『。『。『ふるさとふるさとふるさとふるさと博士博士博士博士』』』』事業事業事業事業へのへのへのへの全全全全
校校校校のののの取組取組取組取組もすばらしいもすばらしいもすばらしいもすばらしい。。。。」」」」    

・・・・全体的全体的全体的全体的におとなしいにおとなしいにおとなしいにおとなしい印象印象印象印象をををを受受受受けけけけたたたた。。。。発表発表発表発表するするするする声声声声もももも少少少少
しししし低低低低いいいい。。。。」」」」    

・・・・「「「「もっとパワフルさがほしいもっとパワフルさがほしいもっとパワフルさがほしいもっとパワフルさがほしい。。。。子子子子どもたちにどんどんどもたちにどんどんどもたちにどんどんどもたちにどんどん
話話話話すすすす力力力力をつけてほしいをつけてほしいをつけてほしいをつけてほしい。」。」。」。」    

・・・・「「「「古古古古いいいい校舎校舎校舎校舎ながらながらながらながら，，，，校内校内校内校内がとてもきれいにがとてもきれいにがとてもきれいにがとてもきれいに整備整備整備整備されてされてされてされて
いていていていて，，，，大切大切大切大切にににに使使使使ってくれているのがわかるってくれているのがわかるってくれているのがわかるってくれているのがわかる。。。。」」」」    

 

地域の伝統文化

を継承することの 

大切さを学び，行動に移すことも ESDの重要な内容

になっています。今年も 8月 16日の本番に向けて，

18日・19日の 2日間練習が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４    
    

月月月月    

5（水）新任式 前期始業式 入学式準備 
6（木）第 50期生入学式（24名）職員研修 
7（金）登校安全指導 学友区会 応援練習 

身体計測 
10（月）礼法指導 避難訓練 生徒会入会式 
11（火）進級・入学おめでとうテスト 
13（木）体文総会 PTA参観 PTA総会 
17（月）専門委員会 
18（火）全国学力・学習状況調査（3年） 
19（水）生徒会認証式 職員会議 
22（土）郡市春季大会（～23日） 

春季野球神岡大会（～29日） 
28（金）校内陸上記録会 尿検査 
29（土）三世代交流「出川」清掃活動 

５５５５    
    

月月月月    

1（月）郡陸上に向けた練習がスタート 
9（火）生徒総会 体文理事会  PTA拡大役員会 
10（水）JRC再登録式  
11（木）歯科検診      
15（月）陸上壮行会 
16（火）郡市陸上競技大会（西仙北中～17日） 
22（月）基礎テストスタート 職員会議 
25（木）小中合同 ESD研修会 

（目白大学 石田教授をお迎えして） 
29（月）パワーアップタイム開始  
30（火）2年生環境学習（風力発電施設等見学） 
31（水）チャレンジデー（親水公園クリーンアップ

でイワナを食す！） 

６６６６    
    

月月月月    

2（金）英語検定① 
6（火）あいさつ運動で 1年生が両小学校へ 
7（水）前期中間テスト 
12（月）眼科検診 

13（火）郡市総体壮行会 第１回学校評議員会 
16（金）郡市総体（～18日） ＊各部とも本当に頑

張りました！ 
21（水）指導主事訪問（美術） 朝の読み聞かせ 
22（木）1年生博士号教員による出前授業 
23（金）職員会議 
27（火）埼玉県日高市教育関係者学校訪問 
28（水）3年生国際教養大訪問 

７７７７    
    

月月月月    

2（日）スーパーPTA 
6（木）吹奏楽部壮行演奏会 県総体壮行会 
7（金）宮城県気仙沼市教育関係者学校視察 
8（土）県南吹奏楽コンクール（市民会館） 
11（火）大仙市教育委員会訪問 
12（水）1年生宿泊体験（～13日 秋田市） 
    外国語活動出前授業（藤木小） 
15（土）全県総体（～17日）  
18（火）学友区会 盆踊り練習 職員会議 
20（木）小中合同クリーンアップ打ち合わせ 

外国語活動出前授業（角間川小） 
21（金）夏休み前集会 大清掃 
23（日）夏季休業スタート（8月 23日まで） 
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平 成平 成平 成平 成 ２ ９２ ９２ ９２ ９ 年 度年 度年 度年 度    

学校報７学校報７学校報７学校報７月号月号月号月号③③③③    

大 仙 市 立大 仙 市 立大 仙 市 立大 仙 市 立    

大 曲大 曲大 曲大 曲 南南南南 中 学 校中 学 校中 学 校中 学 校 



 

 

 

☆☆☆☆全県中学校総合体育大会全県中学校総合体育大会全県中学校総合体育大会全県中学校総合体育大会    
＜＜＜＜剣剣剣剣    道道道道＞＞＞＞                            
男子個人  第 3 位   佐選手（東北大会） 

優秀選手賞 佐藤選手 

男子団体  予選リーグ惜敗 

女子団体   予選リーグ惜敗 

＜＜＜＜卓卓卓卓    球球球球＞＞＞＞                            
男子個人  高橋選手 ベスト 16 

東北大会代表決定戦 2回戦惜敗 

＜＜＜＜陸陸陸陸    上上上上＞＞＞＞                            

共通男子 200m 第 10 位 小林選手 

１年女子 100m           予選敗退  

低学年女子 100m×4R     予選敗退 

＜＜＜＜大会大会大会大会スローガンスローガンスローガンスローガン作品作品作品作品＞＞＞＞                            
  優秀賞「「「「集集集集まれまれまれまれ挑戦者挑戦者挑戦者挑戦者    熱熱熱熱きききき戦戦戦戦いいいい今今今今ここにここにここにここに」」」」 

                 佐々木さん 

☆☆☆☆全日本吹奏楽全日本吹奏楽全日本吹奏楽全日本吹奏楽コンクールコンクールコンクールコンクール第第第第 55559999 回回回回    
秋田県大会県南地区大会秋田県大会県南地区大会秋田県大会県南地区大会秋田県大会県南地区大会    

小編成の部 吹奏楽部  銀 賞     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

☆ 小・中連携事業の一環として，本校の英語担当 

（鈴木康子先生 with リチャード先生）が，両小学

校に出向いて「外国語活動出前授業」を行いました。    

☆２人の先生は，英語でガンガンいったのですが，

小学生は怯むことなく大きな声でバンバン発表して

いました。 

☆どのクラスも 

とても雰囲気が 

よくて，授業が 

楽しかったと話 

していました。    

 

 

 

 

 

 

 

７／２２７／２２７／２２７／２２（（（（土土土土））））南部フェスタ（吹奏楽部出演）南部フェスタ（吹奏楽部出演）南部フェスタ（吹奏楽部出演）南部フェスタ（吹奏楽部出演）    

        ２５（火）校舎ワックスがけ（２５（火）校舎ワックスがけ（２５（火）校舎ワックスがけ（２５（火）校舎ワックスがけ（7/267/267/267/26，，，，8/18/18/18/1））））    

        ２６（水）２６（水）２６（水）２６（水）2222 年生職場体験（～年生職場体験（～年生職場体験（～年生職場体験（～28282828 日）日）日）日）    

８／８／８／８／    ５５５５（土）（土）（土）（土）野球サマーリーグ（～野球サマーリーグ（～野球サマーリーグ（～野球サマーリーグ（～6666 日）日）日）日）    

１６（水１６（水１６（水１６（水））））角間川盆踊り角間川盆踊り角間川盆踊り角間川盆踊り    

１９１９１９１９（（（（土土土土））））バスケバスケバスケバスケットットットットサマーリーグサマーリーグサマーリーグサマーリーグ        

大曲南大曲南大曲南大曲南中中中中学校学校学校学校招待野球招待野球招待野球招待野球    

２０（日２０（日２０（日２０（日））））アルミ缶・古紙回収アルミ缶・古紙回収アルミ缶・古紙回収アルミ缶・古紙回収    

２１（月２１（月２１（月２１（月）中学生サミット）中学生サミット）中学生サミット）中学生サミット    諏訪神社祭典諏訪神社祭典諏訪神社祭典諏訪神社祭典    

＊3 年生には高校の体験入学や三者面談があります。 

サマーショートボランティアに申し込んで頑張る

生徒もいます。そして,学校代表で駅伝や英語暗唱

弁論の練習を頑張る生徒も！ 

 

             

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

        

    

    

    

☆ 夏休みになると，平日は･･･夏休みになると，平日は･･･夏休みになると，平日は･･･夏休みになると，平日は･･･    

→→→→    子子子子どもはどもはどもはどもは休休休休みみみみ＋大人大人大人大人はははは仕事仕事仕事仕事＝大人大人大人大人のののの

目目目目のののの届届届届かないかないかないかない時間帯時間帯時間帯時間帯のののの増加増加増加増加    

→    規則正規則正規則正規則正しくないしくないしくないしくない生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣がががが心配心配心配心配    

☆ 南中生が健やかに育つように，今夏も皆様

のご協力をお願いいたします。もし「注意「注意「注意「注意

しても言うごどを聞がねしても言うごどを聞がねしても言うごどを聞がねしても言うごどを聞がね    南南南南中の中の中の中の子子子子」」」」がおり

ましたら，学校までお知らせください。  

学校からなまはげなまはげなまはげなまはげが出動します！    

☆ 何かありましたら，土日でも    

学校へ連絡を！    

（大曲（大曲（大曲（大曲南南南南中学校中学校中学校中学校 65656565－－－－2001200120012001））））    

    

「「「「第二楽章第二楽章第二楽章第二楽章    男鹿和雄展男鹿和雄展男鹿和雄展男鹿和雄展――――吉永小百合吉永小百合吉永小百合吉永小百合とととと語語語語

りりりり継継継継ぐーぐーぐーぐー」」」」（（（（大仙市主催大仙市主催大仙市主催大仙市主催））））が 7 月 15 日（土）

～8 月 20 日（日）の予定で開催されています。 

◇ 会場 大仙市大曲交流センター 

◇ 開館時間 午前 10 時～午後 4 時 

◇ 入館料 大人 500 円 小中学生 300 円 


